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製品安全データシート 

1．化学物質等及び会社情報 

  化学物質等の名称 インドール・TDA 試薬 

    製品番号 56541 

     SDS No. - 

  製造元 

  会社名 

  住所 

  電話番号 

   FAX 

   E-mail 

 

bioMérieux SA 

Chemin de l'Orme - 69280 Marcy-l'Etoile - France  

+33(0)478877656 

+(1) 919 470 6819 

gcs_microbiology@biomerieux.com 

  会社名（販売元） ビオメリュー・ジャパン株式会社 

  住所 〒107-0052 東京都港区赤坂 2-17-7 

赤坂溜池タワー2F 

  担当部門 薬事部 

  電話番号 03-6834-2666 

  緊急時の電話番号 03-6834-2718 

  FAX 番号 03-6834-2667 

  Website http://www.biomerieux.co.jp/ 

  推奨用途及び使用上の制限 試薬          

2．危険有害性の要約  

 GHS 分類 

  健康に対する有害性 急性毒性／経口 

皮膚腐食性／刺激性 

眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性 

区分 4 

区分 2 

区分 1 

  環境に対する有害性 水生環境有害性、⾧期間有害性 区分 3 

  主な危険性 飲み込むと有毒。重度の皮膚のやけどや眼損傷を引き起こす。 

水路に排出すると環境に危険である。物質または混合物への職業的ばく
露は、健康に悪影響を及ぼす可能性がある。 

  ＧＨＳラベル要素  

   シンボル 

 
  注意喚起語 危険 

  危険有害性情報 H302: 飲み込むと有害。 

H315: 皮膚刺激。 

H318: 重篤な眼の損傷。 

H412: ⾧期継続的影響により水生生物に有害。 
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  注意書き  
   安全対策 P273: 環境への放出を避けること 

P280: 保護手袋、保護衣、保護眼鏡、保護面を着用すること。 

P302 + P352: 皮膚に付着した場合：多量の水で洗い流すこと。 

P305 + P351 + P338: 眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。 

次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後
も洗浄を続けること。 

   応急処置 4．応急処置 を参照。 

   保存方法 7．取扱い及び保管上の注意 を参照。 

   処理方法 13．廃棄上の注意 を参照。 

   その他の危険性 データなし 
         

3．組成、成分情報 

 単一製品・混合物の区別 混合物    
 

化学名又は一般名 濃度又は濃度範囲 化学式 CAS 番号  
 

 インドール試薬（R1)  
  ジメチルアミノ 4－シンナムア

ルデヒド 
 1% C11H13NO 6203-18-5  

 

 塩化水素 11% HCl 7647-01-0  
  水 88% H2O 7732-18-5  
 TDA 試薬（R2)  
 塩化第二鉄 10% FeCl3 7705-08-0  
 水 90% H2O 7732-18-5  
         

 分類に寄与する不純物及び安定化添加物 情報なし 
         
 化学物質排出把握管理促進法 

（化管法） 

第一種 塩化第二鉄（政令番号 1-71） 

 労働安全衛生法 名称等を表示し、又は通知すべき危
険物及び有害物 

鉄水溶性塩（塩化第二鉄）（政令番号 

別表第 9 の 352） 

塩化水素（政令番号：別表第 9 の 98） 

  特定化学物質等（特化則） 塩化水素（政令番号：3） 

 毒物及び劇物取締法 法律・劇物 塩化水素（政令番号：別表第 2 の 8、第
2 条第 1 項第 16 号） 

         

4．応急措置 

 一般情報 医療関係者が含有物質を認識していることを確認し、自分自身を保護す
るための予防策を講じること。  

この安全データシートを医者に見せること。 

 吸入した場合 被災者を新鮮な空気のある場所に移動させること。 

症状が悪化または続く場合、医師に連絡すること。 

 皮膚に付着した場合 汚染された服を脱ぐこと。水/シャワーで洗い流すこと。直ちに、医師／中毒
センターへ連絡すること。化学熱傷した場合、医師の手当てを受けること。 

汚染された衣類を再使用する前に洗うこと。 
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 眼に入った場合 直ちに多量の水で 15 分間以上注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを
着用し容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 

直ちに医師／中毒センターへ連絡すること。 

 飲み込んだ場合 直ちに医師／中毒センターに連絡をする。口をすすぐこと。 

中毒センターの指示なしに、嘔吐を誘導しないこと。嘔吐が起きた場合は、
胃の内容物が肺に入らないように頭を低く保つこと。被災者が成分を吸入
した場合、口移しでの人工呼吸等の行為を行わないこと。一方向弁付き
呼気吹き込み用具あるいはその他の適切な呼吸医療用具を装備したポケ
ットマスクを使用した人工呼吸を促すこと。 

 最も重要な症状及び影響（急性/遅延性） 灼熱痛および重度の腐食性皮膚損傷。重篤な損傷を引き起こす。 

症状の中には、刺すような痛み、流涙、発赤、腫れ、かすみ目なども含まれ
る場合がある。失明を含む永久的な眼損傷を引き起こす可能性がある。 

 発症時に注意すべき事項 一般的な支援策を提供し、対症療法を行うこと。 

化学火傷：直ちに水で洗い流すこと。洗い流しながら、患部に付着してい
ない衣服を脱ぐこと。 救急車を呼び、病院への輸送中も洗浄を続けるこ
と。被害者の体を温めること。被災者から目を離さないこと。 

症状により遅れて発症する可能性がある。 
      

5．火災時の措置 

 一般的火災の危険性 一般火災や爆発の危険性はない。 

 消火剤 噴霧水。泡状消火剤。粉末消火剤。二酸化炭素（CO2）。 

 使ってはならない消火剤 消火器などの勢いのある水噴霧は、火災を増大するおそれがある。 

 物質または混合物から生じる特有の危険性 火災になった場合、有毒ガスが発生するおそれがある。 

 消火を行う者の保護及び注意事項 火災時は、自給式呼吸器と完全防護服を必ず着用すること。 

 特有の消火方法 危険でなければ火災区域から容器を移動させること。 

 特定の方法 標準の消火手順を使用し、他の関連する物質の危険性を考慮すること。 
      

6．漏出時の措置 

 人体に対する注意事項、保護具及び緊急時
措置 

不要な作業員を遠ざけること。関係者以外は近づけないこと。 
製品の流出経路に人を近づけないこと。 
清掃する場合、適切な保護具と衣服を着用すること。 
ミスト/蒸気を吸入しないこと。適切な保護具を着用していない場合、破損
した容器やこぼれた物質に触れないこと。十分に換気すること。 
大量の流出が止まらない場合、地方自治体の指示を仰ぐこと。 
保護措置に関しては、「8．ばく露防止及び保護措置」を参照すること。 

 環境に対する注意事項 環境中への放出を避けること。環境への放出について適切な管理または監
督担当者に通知すること。安全に作業できる場合は、漏洩を防ぐこと。 

排水溝、水路又は地表面への放出（排出）を避けること。 



ビオメリュー・ジャパン株式会社_56541_インドール・TDA 試薬 

 

製品名：インドール・TDA 試薬  SDS JP 

56541 Revision date: 2020-08-28 Issue date: 2012-06-26    4 

 封じ込め及び浄化の方法・機材 大量の流出： 

危険性が低い場合は、製品の流出を止めること。可能であれば、こぼれた
物質の流出範囲を広げないように対処すること。バーミキュライトや乾燥した
土砂で吸水し、容器に移すこと。回収でき次第、水でその場を洗い流すこ
と。 

 

少量の流出： 

布やフリースなどの吸収する素材で流出物を拭き取ること。 

表面を徹底的に清掃し、漏出した物質を残さないこと。 

 

漏出物は再利用目的で元の容器に戻さないこと。 

保護措置に関しては、「8．ばく露防止及び保護措置」を参照すること。 

廃棄物処理に関しては、「13．廃棄上の注意」を参照すること。 
   

7．取扱い及び保管上の注意 

 取扱い  

  安全取扱い注意事項 ミスト/蒸気を吸入しないこと。 

製品を触った手で眼や皮膚、服に触れないこと。飲み込んだり、そのまま口
に含んだりしないこと。⾧時間のばく露を避けること。 

作業が終わるまでは、飲食や喫煙をしないこと。 

十分に換気すること。適切な個人用保護具を着用すること。 

製品を使用した後はよく手を洗うこと。環境中への放出を避けること。 

使用説明書をよく読み、正しい場所、正しい使用方法の元で取り扱うこと。 

 保管   

  安全な保管条件 密閉容器内で保管すること。混触危険性物質から遠ざけて保管すること。 

（10．「安定性及び反応性」を参照） 

 特有の最終的な利用法 データなし 
   

8．ばく露防止及び保護措置 

 職業ばく露限界指標  

  
CAS 番号 管理濃度 

許容濃度（ばく露限界値、生物学的ばく露指標） 

 日本産業衛生学会 OSHA (29 CFR 1910.1000) 
 ジメチルアミノ 4-シ

ンナムアルデヒド 
6203-18-5 未設定 未設定 未設定 

 塩化水素 7647-01-0 ー ー STEL   ８mg/m3 

      ５ppm 
TWA      ２mg/m3 

      １ppm 
 塩化第二鉄 7705-08-0 未設定 未設定 STEL   ２mg/m3 

TWA    1 mg/m3 

   
 生物学的ばく露指標 この成分に対する注意すべき生物学的ばく露指標はない。 

 推奨されるモニタリング 標準のモニタリング手順に従う。 
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 設備対策 良質な一般換気装置を設置すること。 

換気率は条件に合わせる必要がある。 

可能であれば、局所的換気装置、密閉設備やその他の設備対策を用い
て、空中レベルを推奨されているばく露レベル以下に維持すること。ばく露限
界が設定できない場合は、空中レベルを許容されるレベルに維持すること。
洗眼洗浄のための設備を設置すること。 

 保護具 眼/顔の保護具 データなし 

  手の保護具 保護手袋を着用すること。ニトリル製の保護手袋を使用すること。 

  皮膚及び身体の保護具 データなし 

  呼吸器の保護具 通常は個人用呼吸保護具は必要ない。換気が不十分な場合、適切な呼
吸装置を着用すること。 

  熱危険性 データなし 

 衛生対策  製品の近くに飲食物を置かないこと。 

製品の取り扱い後、飲食、喫煙の前の手洗いなど、適切な衛生対策を常
に守ること。習慣的に汚染除去のため作業着、保護具を洗うこと。 

 環境ばく露指標  適切な管理者又は監督者に環境へ放出したものについての情報を伝え
ること。換気装置または作業工程装置からの排出物をチェックして、環境保
護法の要件に準拠していることを確認すること。 

排出物を許容レベルまで低減するには、ヒュームスクラバー、フィルター、または
工程設備の修正が必要になる場合がある。 

    

9．物理的及び化学的性質 

 外観 物理的状態 液体 

  形状 液体 

  色 データなし 

 臭い  データなし 

 臭いのしきい（閾）値  データなし 

 pH  データなし 

 融点・凝固点  データなし 

 沸点、初留点及び沸騰範囲  データなし 

 引火点  データなし 

 蒸発率  データなし 

 燃焼性（固体、気体）  該当しない 

 燃焼又は爆発範囲 可燃限界 データなし 

  下限 データなし 

  上限 データなし 

 蒸気圧  データなし 

 蒸気密度（空気=1）  データなし 

 相対密度  データなし 

 溶解度（水） 

   （その他） 

 データなし 

データなし 

 n-オクタノール/水分配係数  データなし 

 自然発火温度  データなし 

 熱分解温度  データなし 

 粘度  データなし 

 爆発性  データなし 

 酸化特性  酸化性はない。 

 その他 密度 1.15 g/cm3（推定） 

  比重 1.15（推定） 
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12．環境影響情報 

 生態毒性 ⾧期にわたる影響により水生生物に有害。 

入手データに基づく分類では水生環境有害性（急性）には該当しませ
ん。 

    
 化合物 種別 試験結果 

 塩化第二鉄（CAS 7705-08-0） 

10．安定性及び反応性 

 反応性 この製品は通常の使用、保管、輸送条件下では安定でかつ非反応性であ
る。 

 化学的安定性 通常の取り扱い温度、圧力等の条件下では安定である。 

 危険有害反応の可能性 通常の使用方法においては危険な反応は起こらない 

 避けるべき条件 混触危険物質との接触。 

 混触危険物質 アミン類。 

 危険有害な分解生成物 危険な分解生成物は知られていない。 
   

11．有害性情報 

 ばく露経路情報  

  吸入 呼吸器に刺激が起こる可能性がある。 

⾧時間の吸入は有害である可能性がある。 

  皮膚への接触 重度の皮膚火傷を引き起こす。 

  眼への接触 重篤な眼損傷を引き起こす。 

  経口摂取 飲み込むと有害。消化管のやけどを引き起こす。 

  様々な症状 灼熱痛および重篤な腐食性皮膚損傷。重篤な眼損傷を引き起こし、症状
の中には、刺すような痛み、流涙、発赤、腫れ、かすみ目なども含まれる場
合がある。失明を含む永久的な眼損傷の可能性がある。 

 急性毒性 飲み込むと有毒 
   
 化合物 種別 試験結果  

 塩化鉄（III）（CAS 7705-08-0）   

 急性（経口）LD50 ラット 28 mg/kg  
  
 皮膚腐食性/刺激性 重篤な皮膚刺激と眼損傷を引き起こす。 

 眼に対する重篤な損傷・刺激性 重篤な眼損傷を引き起こす。 

 呼吸器感作性 データ不足の為、分類できない。 

 皮膚感作性 データ不足の為、分類できない。 

 生殖細胞変異原性 データ不足の為、分類できない。 

 発がん性 データ不足の為、分類できない。 

 生殖毒性 データ不足の為、分類できない。 

 特定標的臓器毒性（単回ばく露） データ不足の為、分類できない。 

 特定標的臓器毒性（反復ばく露） データ不足の為、分類できない。 

 誤嚥の危険性 データ不足の為、分類できない。 

 混触危険物質 データなし 

 その他情報 データなし 
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   水生 

  甲殻類 EC50 

  魚類  LC50 

 

オオミジンコ 

ブルーギル 

 

9.6 mg/L, 48 hours 

20.26 mg/L, 96 hours 
   
 残留性及び分解性 この混合物の成分の分解性として提供できるデータはなし。 

 生物蓄積性 データなし 

 土壌中の移動度 データなし 

 PBT および vPvB 評価の結果 この混合物は、規制（EC）No 1907/2006、Annex XIII の vPvB / PBT 基
準を満たしていません。 

 他の有害影響 この成分からの環境に対するその他の有害影響はないと推測される。 

（例：オゾン層破壊の可能性、光化学的オゾン発生の可能性、内分泌か
く乱の可能性または地球温暖化の可能性） 

 

 

 

 

 

13．廃棄上の注意 

 残余廃棄物 廃棄においては、関連法規並びに地方自治体の規制基準に従うこと。 

空容器の場合でも、製品がわずかに残留している可能性がある。 

製品やその容器は、安全な方法で処分を行うこと。（処理方法は、廃棄
方法を見ること。） 

 汚染容器及び包装 空容器にも製品の残留物が残っている為、容器が空になっても警告等の表
示に従うこと。 

空容器は認可を受けた廃棄物処理場に受け渡し、リサイクルするか、適切
な処分を行うこと。 

 廃棄方法 密閉できる容器に収集し、許可を受けた廃棄物処理業者に引き渡すこと。 

この物質を下水道/上水道に流さないこと。化学薬品または使用済みの容
器で池、水路、溝を汚染しないこと。 

廃棄においては、関連法規並びに地方自治体の規制基準に従うこと。 

 特別な注意事項 全ての適用されている規制に従って処理すること。 

14．輸送上の注意 

 国際規制 海上規制情報 ＩＭＯの規定に従う。 

   UN No. UN3316 

   日本語名 化学検査キット 

   Proper Shipping Name CHEMICAL KIT 

   Transport hazards class(es) 

  Class 

  Sub Risk 

  Label(s) 

 

9 

- 

9 

   Packing Group Ⅱ 

   Environmental hazards No. 

  航空規制情報 ＩＣＡＯ／ＩＡＴＡの規定に従う。 

   UN No. UN3316 

   Proper Shipping Name CHEMICAL KIT 
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   Transport hazards class(es) 

  Class 

  Sub Risk 

  Label(s) 

 

9 

- 

9 

   Packing Group Ⅱ 

   Environmental hazards No. 
   ERG Code 9L 

 国内規制 陸上規制情報 該当なし 

  海上規制情報 船舶安全法の規定に従う。 

   国連番号｜UN No. 3316 

   品名 化学検査キット 

   分類 有害性物質 

   クラス｜等級 9 

   副次危険性等級 - 

   容器等級 Ⅱ 

   海洋汚染物質 非該当 

  航空規制情報 航空法の規程に従う。 

   国連番号 3316 

   品名 化学検査キット 

   分類、区分番号 9 

   副次危険性 - 

   等級 9 

15．適用法令 

 化学物質排出把握管理促進法 

（化管法） 

第一種 塩化第二鉄（政令番号 1-71） 

 労働安全衛生法 名称等を表示し、又は通知すべき
危険物及び有害物 

鉄水溶性塩（塩化第二鉄）（政令番号 別
表第 9 の 352） 

塩化水素（政令番号：別表第 9 の 98） 
  特定化学物質等（特化則） 塩化水素（政令番号：3） 

 毒物及び劇物取締法 法律・劇物 塩化水素（政令番号：別表第 2 の 8、第 2 条
第 1 項第 16 号） 

 化学物質審査規制法 

（化審法） 

既存化学物質 塩化鉄（官報整理番号：1-213） 

（塩化第二鉄） 

塩化水素（官報整理番号：1-215） 

ジメチルアミノ 4−シンナムアルデヒド（官報整理
番号：3-1187） 

 水質汚濁防止法 指定物質 塩化水素（政令番号：第 3 条の 3 第 5 号） 

   塩化第二鉄（政令番号：第 3 条の 3 第 52 号） 

 大気汚染防止法 ばい煙（有害物質） 塩化水素（政令番号：第 1 条第 2 号） 

  特定物質 塩化水素（政令番号：第 10 条第 9 号） 

  有害大気汚染物質 塩化第二鉄（政令番号：第 9 次答申の 35） 

16．その他の情報 

 参考文献  NITE GHS 分類公表データ 

   bioMerieux SA 製品 SDS （2020-01-29） 
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   記載内容は、一般に入手可能な情報及び自社情報に基づいて作成してお
りますが、現時点における化学又は技術に関する全ての情報が検討されて
いるわけではありませんので、いかなる保証をなすものではありません。又、注
意事項は、通常の取り扱いを対象としたものであります。特殊な取り扱いの
場合には、この点のご配慮をお願いします。 


